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購読料は会費の中に含まれています。

春のみどりは先づ畦の直線から。イオンから見たバイパスです。
どの星も潤みがちなる代田かな
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令和３年度事業計画を承認

晃

第２回通常議員総会

3 〈この人に聞く〉㈱電化堂 代表取締役 上久保 聖一さん
5 稲生川上水１６３周年 十和田市春まつり情報
6 会員のための商工会議所保険制度
7 祝・周年の節目 お菓子のいろどり 花咲庵
8 厚生部会事業 自殺予防対策ステッカーデザインを同封します
12 〈今月のショーウインドー〉 ㈱ＬａｕＬｅ’ ａ
12 〈キラめけっ未来の主役！〉 十和田シティホテル 下山 沙織さん

十和田商工会議所 ホームページhttp://www.towada.or.jp

メールtowada@towada.or.jp

ワクワクしていると
エネルギーが湧き水のように
溢れてくる。
ワクワクしよう。
書道家
武田 双雲
武田 双雲（たけだ そううん）

1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、NTTに就職。約３年後に書道家として
独立。NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」など、数々の題字を手掛ける。
講演活動やメディア出演のオファーも多数。ベストセラーの『ポジティブの教科書』の
ほか、著書は50冊を超える。2013年度文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム・
インドネシアにて、書道ワークショップを開催、17年にはワルシャワ大学にて講演な
ど、世界各国で活動する。近年、現代アーティストとして創作活動を開始し、15年カ
リフォルニアにて、アメリカ初個展、19年アートチューリッヒに出展、20年には、
ドイツ、代官山ヒルサイドフォーラム、日本橋三越、大丸松坂屋（京都店・心斎橋店）、
GINZA SIX、伊勢丹新宿店にて、個展を開催し、盛況を博す。
■公式ホームページ https://www.souun.net/
■公式ブログ【書の力】 http://ameblo.jp/souun/
■LINEブログ http://lineblog.me/takeda_souun/
■Facebook https://www.facebook.com/souun.calligraphy?hc_ref=SEARCH&fref=nf
■Twitter https://twitter.com/souuntakeda?lang=ja
■Instagram https://www.instagram.com/souun.takeda/?hl=ja

４ APR ５ MAY
日

4

5

月

6

会議所カレンダー
火

7

水

（一社）十和田奥
入瀬観光機構第
１回理事会

11

12

8

木

19

13

14

20

21

15

26

27

16

17

県南社保委員会
委員長・副委員
長会議

22

23

24

新渡戸友好都市
定例金融相談
交流委員会総会
創業相談
青年部通常総会

十和田市春まつ
り（～5/5、詳
細ｐ５）

25

10

定例金融相談
新渡戸友好都市
創業相談
交流委員会役員
青年部三役会・
会
理事会
青森県立三本木農
業恵拓高校開校式
新型コロナウイ 事業引継ぎ定例
ルス感染症対応
個別相談会
のための経営相
談会

18

9

金

28

29 昭和の日 30

5/1

新型コロナウイ （公財）日本電信
ルス感染症対応
電話ユーザ協会
のための経営相
支部理事会
談会

3 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6

2

監査会

●当所事業

2

●外部事業

FRONTIER 2021.4

●各種イベント
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土

株式会社 電化堂
代表取締役
かみ

く

ぼ

せい いち

上久保 聖一さん（45歳）
でんきやくらしに関することなら
なんでもご相談ください
この仕事を選んだ理由
大学卒業後は、家庭教師や塾講師の仕事を北海道で
続けていましたが、28歳の頃、ちょうど教え子が卒業
の時期と重なったこともあり、十和田市に帰省しまし
た。その時に父から会社を手伝わないかと声をかけら
れ、現在に至っています。
強みは
家電製品はくらしの必需品です。弊社では、商品の
販売から設置、アフターケアに至るすべてにおいてお
客様に寄り添う仕事を心がけています。お客様へ素早
い対応ができることが「街のでんきやさん」の１番の
強みです。
ネット社会
お客様からネット関係の要望が増加しており、自分
が経験したことのないものが多々あります。最近あっ
たのでは、電話回線のない牛舎などにネット環境を整
備しカメラを設置するというものでした。これは、牛
の出産時に牛舎に泊まり込みで看病していた仕事を、
カメラを設置しスマホなどからでも牛の様子を把握で
きるようにすることで、仕事の負担軽減を図ったもの
のです。このような要望にもしっかり対応していける
ように知識を深めていきたいと思っています。
業界の今
人口の減少に伴い、
顧客数も減少傾向にありますが、
１人ひとりのお客様により良いくらしになるようによ
り多くの提案をさせていただいております。10年ほど
前からは工務店と連携し、キッチン廻りや水廻りなど
のリフォーム業務などにも力を入れており、取扱いも
多くなってきました。
新たなサービス
お客様からのお問い合せは、家電製品の使い方から
故障まで様々です。しかし、現地に行かなくても対応
が可能なケースも多くあります。困っている状況をイ
ンターネットを活用して映像で知ることができれば、
故障個所の予測や家電の使い方を説明することが出来
るので、
よりお客様に素早い対応が出来るようになり、
もっと身近に感じられる地域店になれると思います。
趣味は
休日に家族でショッピング目的のドライブに行くこ
とです。コロナの影響で十和田近辺しか行くことがで
きないのですが、収束後は温泉旅行も兼ねて久しぶり
に遠出もしてみたいです。

プロフィール
1976年十和田市生まれ。三本木高校、北見工業大学卒。2006年㈱電
化堂に入社、2015年代表取締役に就任し現在に至る。
十和田商工会議所青年部、十和田ロータリークラブ、電機商業組合に
所属。

事業所概要
代表取締役社長：上久保

聖一

所在地：十和田市東十二番町8-27
ＴＥＬ：0176-203-3866
Ｈ

ＦＡＸ：0176-23-1494

Ｐ：denkadou.com
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コロナ禍を乗り切る
冷静な行動の展開を
令和２年度第２回通常議員総会
当所では、令和３年度の予算総会にあたる第２回通常
議員総会を３月29日に開催し、事業計画・収支予算等に
かかる８議案について審議、全てを承認した。
新型コロナウイルス感染症による経済への影響が未だ
大きく続く中でスタートした新年度だが、正しい情報に
基づいて冷静かつ積極的に行動し、地域の総合経済団体
として信頼される商工会議所を目指す。

令和３年度

事業基本方針概要

新型コロナウイルス感染症に世界が混乱した令和２年。日本でも全国に感染が拡大し、緊急事態宣言の
発令や活動自粛など日々の暮らしが一変しましたが、一方で、このような状況から新しい生活様式が生ま
れ、
働き方もテレワークやリモート会議など新たなスタイルへ対応し始めました。令和３年は、延期となっ
ている東京オリンピック・パラリンピックの開催やワクチンの接種の進捗等により、ある程度の経済活動
の回復が予想されていることから、当地域においても、新型コロナウイルスとの共存社会を踏まえながら、
正しい情報に基づき冷静な行動を展開していきたいと考えています。
青森県においては、新型コロナウイルス感染症収束後を見据え、県の強みである「食」「観光」を通じ
た経済再生、
「新しい生活様式」を支えるデジタル化を進める予算、十和田市においては、感染拡大対
策の推進、移住・定住・人口減少対策及び子育て支援、デジタル技術・ＩＣＴ（情報通信技術）活用推進、
大規模建設事業等、コロナ対応と市民サービスの向上に注力した予算となっています。当商工会議所とし
ても、当該行政をはじめとする関係機関・団体等との連携を密にしながら、日々の取組である意見活動や
事業活動に加え、中心市街地活性化や各種事業への支援等に積極的に取り組んで参ります。

令和３年度

新規事業計画

Ⅰ．意見活動 行政等関係機関に対する要望活動
①冬期間の地吹雪による吹き溜りやホワイトアウトが発生する箇所への防雪柵の設置
②駒っこランド周辺における自然に親しむ場としての環境整備促進
③新型コロナウイルス感染症による影響が大きい中小・小規模事業者への経済支援の継続（プレミアム
付商品券事業への補助等）・強化及びＰＣＲ検査費用補助制度の創設
④まちなかに若者が集える場所の設置促進
⑤十和田市内全域への高速通信網の整備促進
⑥キャッシュレス決済の推進
⑦遠隔臨場を用いた現場の立ち合い
Ⅱ．事業活動 地域経済活性化に向けた日々の取組
①従業員の心の健康、コロナ禍におけるうつ病予防対策への取組
②制度改正に伴う専門家派遣等事業
③新型コロナウイルス感染症対応経営相談体制強化事業
④消費購買動向調査
⑤優良従業員表彰の実施（隔年開催）
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稲生川上水163周年

十和田市春まつり
4/20（火） 5/5（水/祝）
▲

令和３年

春の恒例イベント「稲生川上水163周年 十和田市春まつり」を開催します。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止を余儀なくされ、今年も
まだ感染拡大防止の観点から規模や内容等は例年通りとはいきませんが、十分
な感染防止対策に努めながら開催しますので、桜が一斉に咲き誇りピンク色に
染まる景色をお楽しみください。

イベント情報
イベント名

開催日

開催時間

開催場所

市役所本館展望テラス開放

桜の開花に合わせて

９:00～20:00

市役所本館３階

夜桜のライトアップ（官庁街通り）

桜の開花に合わせて

18:00～20:00

官庁街通り

春まつりイベント

十 和 田 市 青 空 商 店 組 合 ４月14日（水）～５月５日（水/祝） 10:00～21:00

中央公園緑地

第16回十和田市環境緑化まつり ４月20日（火）～４月29日（木/祝） ９:00～16:30

中央公園緑地

さ

く

ら

鯉

の

第

17

観

光

ぼ

案

り
桜

展

示 ４月20日（火）～５月５日（水/祝）

十和田商工会館前ほか
10:00～14:00

中央公園緑地

馬

４月24日（土）・25日（日）

10:00～15:00

中央公園緑地

十和田市春まつり物産展

４月24日（土）・25日（日）

10:00～16:00

中央駐車場

稲生川ウォーク２０２１
～水土里の路 疏水百選ウォーキング～

４月25日（日）
※詳細下記

８:30～15:00

中央駐車場・
稲生川沿い

ポ ラ リ ス ・ フ ラ
花 柳 流 花 す ず 会
三 本 木 小 唄 普 及 委 員 会

４月24日（土）

12:00～14:00

春まつり舞台行事

十 和 田
（和
太

乗

水

神

鼓

鏑

上北労働基準協会前

４月24日（土）・25日（日）

験

流

所 ４月20日（火）～５月５日（水/祝） ９:00～16:00

馬

体

回

内

雷 太 鼓
演
奏）

十和田市民俗芸能発表会

４月25日（日）

11:00～12:00

４月25日（日）

12:00～14:00

中央駐車場
特設ステージ

稲生川ウォーク2021 参加者募集中！
十和田市発展の礎となった人工河川「稲生川」を辿るウォーキングイベントです。
４月25日（日）
受付時間 ７:30～８:30
集合場所 中央駐車場
①十和田市開拓ゆかりのコース（約20㎞） 取水口～一本木沢ビオトープ～中央駐車場
②稲生川と桜の自然ふれあいコース（約14㎞） 取水口～稲生橋～中央駐車場
③稲生川開拓のまちなかコース（約５㎞） 稲生川ふれあい公園～稲生橋～中央駐車場
定 員 100名（小学生以下含む 十和田市在住または十和田市内に通勤・通学する方）
参加費 1，
000円（小学生以下は無料）※記念品・完歩証・障害保険料込み
申込先 ４月16日（金）までに十和田商工会議所または（一社）十和田奥入瀬観光機構へお申込みください。
開催日
コース

【お問合せ先】十和田商工会議所 TEL 0176-24-1111 （一社）十和田奥入瀬観光機構 TEL 0176-24-3006
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、やむなく開催を中止する可能性があります。
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日常に潜む「もしも」に備えた
充実のラインナップ

会員のための商工会議所保険制度

商工会議所の保険制度は、商工会議所会員の経営リスクの担保（リスクの移転）および同会員の従業員など
の福利厚生の充実を目的に、日本商工会議所が包括加入者となって損害保険会社と契約し、各地商工会議所の
協力のもと運営していることから、
「商工会議所会員のみ」が低廉な保険料でご加入いただけるものです。
業種毎に考えられるリスクとおすすめの保険を紹介します。「もしも」に備え、ご検討ください。

建設業 に潜むリスク
従業員の業務中の事故や労働災害な
ど従業員関連のリスク、建設中の建
物への損害が生じた場合の復旧費な
ど財物のリスクなどがあります。
すめの
おす 険 ビジネス総合保険
保

業務災害補償プラン
休業補償プラン

小売業 に潜むリスク
勤務中のケガや事故のリスク、火災
などによる商品の焼失のリスク、顧客
リストの流出による漏えいのリスク
などが起こりやすい業種と言えます。
すめの
おす 険 ビジネス総合保険
保

業務災害補償プラン
休業補償プラン
情報漏えい賠償責任保険制度

工事業 に潜むリスク
資材などの破損や工事中の従業員の
ケガのリスクが高い業種です。
また、
工事によって第三者の設備の破損な
どがあった場合の賠償責任のリスク
にも対応しておく必要があります。
すめの
おす 険 ビジネス総合保険
保

業務災害補償プラン
休業補償プラン

製造業 に潜むリスク
作業中の機械の事故によるケガなど
が多く、労働災害数が非常に多い業
種です。また、製造した製品の欠陥
が原因となり消費者に被害が出た場
合に責任を問われるこ
ともあります。在庫を
持つ企業であれば、火
災などのリスクにも対
応していく必要があり
ます。
すめの
おす 険 ビジネス総合保険
保

業務災害補償プラン
中小企業海外ＰＬ保険制度

飲食業 に潜むリスク
多くのエンドユーザーと関わる業種
のため、お客様の衣服を汚してし
まったというものから、食中毒で命
に関わる事故を起こしてしまった場
合など、幅広いリスクに対応してい
く必要があります。
業務中のケガや火災
なども発生しやすい
業種です。
すめの
おす 険 ビジネス総合保険
保

業務災害補償プラン
休業補償プラン

物流業 に潜むリスク
運送中に荷物を破損させてしまった
場合、顧客の住所リストが漏えいし
てしまった場合などのリスクに対応
していく必要がある業種です。また、
運送中の運転による従業
員の事故、倉庫等の火事
による在庫消失のリスク
についても注意が必要で
す。
すめの
おす 険 ビジネス総合保険
保

業務災害補償プラン
休業補償プラン
輸出取引信用保険制度

医療業 に潜むリスク
医療現場は長時間労働になりやすく
現場の医師や看護師の労働災害のリ
スクが高い業種です。
さらに、カルテなどを
扱う場合など個人情報
の漏えいについて特に
注意しなければなりま
せん。
すめの
おす 険 業務災害補償プラン
保

休業補償プラン
ビジネス総合保険
情報漏えい賠償責任保険制度

幅広いビジネスリスクに対応した保険制度ラインナップ
経営リスク

ビジネス総合保険
（ＰＬプラン含む）
事業活動における賠償リスク、事
業休業リスク、財物損壊リスクを
総合的に補償。新型コロナウイル
ス感染症のリスクに対応した感染
症補償特約を追加。
海外取引

中小企業海外ＰＬ保険制度
輸出製品などの海外におけるＰＬ
リスク、リコールリスクに備える。

6
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経営リスク

福利厚生

経営リスク

業務災害補償プラン

情報漏えい賠償責任保険制度

労災事故とそれによる企業の賠償
リスクに備える。

個人・法人の情報漏えいリスクに
備える。

福利厚生

海外取引

休業補償プラン

輸出取引信用保険制度

病気やケガによる休業時の所得減
に備える。

海外取引先の債権回収不能リスク
に備える。

掲載した内容は概要となります。補償の内容、対象業種は引受保険会社によって
異なりますので、詳しくは、引受保険会社やお近くの保険代理店へお問合せくだ
さい。
（十和田商工会議所の引受保険会社：東京海上日動火災保険㈱、
損害保険ジャ
パン㈱、三井住友海上火災保険㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱）
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周年を た！
し
迎えま

お菓子のいろどり 花咲庵

十和田市東二十三番町1-8

この20年を楽しかったと振り返るご主人の大竹秀夫
さん。伝統的要素を重んじつつも、独創的なアイデア
をどんどん取り入れるお菓子づくりへの姿勢がそれを
物語っている。いろどり饅頭をはじめ、これまでに生
み出してきたお菓子は優に80種類を超え、ちょっとひ
ねりを加えた商品名もお客さんの心を掴んでいる。
→人気№１の「かんだ
どーら」は、モ
チっと食感の
黒糖生地と
チーズク
リームが
見事に
マッチし
た逸品

地元愛も深く、最近は奥入瀬渓
流をイメージしたお菓子づくりに
力を入れる。
「お客さんの声や反応
が原動力となり、常に挑戦する意
欲が湧いている」と話す大竹さん。
これからも末永くお客さんに喜ん
でいただけるようなお菓子を作り
続けたいと満開の笑顔で語った。

↑バラエティーに富んだ花咲
庵の和洋菓子ラインナップ

花小鉢と記念饅頭を進呈！

→20周年を記念して登場した
新商品「うさぎのさんぽ」
は、キャラメル風味のカス
テラと甘酸っぱいパイナッ
プルのコンビネーションが
楽しいお菓子

創業記念日の４月６日より、お菓子をご購
入いただいた方先着100名様に花小鉢と県内
初！食べられるフィルム・クレールアート
シートでデザインした記念饅頭を進呈します。

周年の節目を迎えた会員事業所を募集します。自薦他薦は問いません。十和田商工会議所広報係まで

TEL 0176-24-1111

十和田市第２次飲食業支援給付金に関するお知らせ
支給対象

給付金額

①十和田市内で飲食業を営む事業者であること
②令和２年10月から令和３年３月までのいずれかの月（減少月）の売上高が前年同月と比較して30％以上減少して
いること（創業後１年を経過していない場合は、前月または前々月の売上高と比較して30％以上減少していること）
③給付金の支給後も事業活動を継続する意欲があること
④確定申告または住民税の申告をしていること
⑤令和２年度の市税等の滞納がないこと（徴収猶予を受けている方を除く）
⑥新型コロナウイルスに係る業種別のガイドライン等に基づく感染症対策を講じていること
１店舗あたり20万円以内

※減収月の前年同月の売上高が20万円未満であれば、その額（千円未満切り捨て）が給付額の上限となります。

提出書類

申込期間

①本給付金支給申請書
②申告に関する書類の写し（前回の十和田市飲食業支援給付金申請時に添付したものと同様の場合は省略可）
個人事業主：令和元年分確定申告書または令和２年度住民税申告書の写し
法人事業主：直近事業年度分の法人市民税の確定申告書の写し
③減収月と前年同月の売上高が確認できる帳簿や日計表などの写し
④飲食店の営業許可証等の写し（前回の十和田市飲食業支援給付金申請時に添付したものと同様の場合は省略可）
⑤感染対策を講じていることが分かる下記いずれかの書類等の写し
・「青森県新しい生活様式対応推進応援金」の給付を受けた方は、その支給決定通知書の写し
・３種類以上の感染対策の取組状況がわかる写真等
※十和田市・十和田商工会議所・十和田湖商工会が作成した「安心対策実施店ステッカー」または、市・十和
田市飲食業協会が作成した「安心対策実施店ステッカー」の配布を受けている店舗は、添付の省略可

令和３年４月30日
（金）まで（当日消印有効）

【お申込み・お問合せ先】 十和田市新型コロナウイルス感染症特別対策室
〒034-8615 十和田市西十二番町 6-1（商工観光課） TEL 0176-51-6773

感染拡大防止のため郵送による申請にご協力ください。

FRONTIER 2021.4
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十和田商工会議所厚生部会令和３年度事業

誰も自殺に追い込まれることのない十和田市を目指して
－自殺予防対策のステッカーデザインを同封します－

当所厚生部会（蛯沢達彦部会長）では、
「従業員の心の健康、コロナ
禍でのうつ病予防対策」を今年度の事業としています。その取組の第一
弾として、十和田市セーフコミュニティが作製したステッカーデザイン
（右図）を本誌今月号に同封しました。些細なことでも１人で抱え込ん
でしまわないよう、心の拠りどころとなる専門の相談窓口をお知らせす
る内容となっていますので、貴事業所のトイレや掲示板等、多くの方の
目に留まる場所に掲示していただき、従業員等の自殺予防に役立ててく
ださい。
なお、ステッカーデザインは当所ホームページからもダウンロードで
きますので、是非ご活用ください。
【お問合せ先】厚生部会の事業に関して：十和田商工会議所 厚生部会事務局 TEL 0176-24-1111
十和田市セーフコミュニティについて：十和田市まちづくり支援課 TEL 0176-51-6777

トピックス
経営計画作成支援セミナー

即戦力として貢献できる社員の養成を目指し、３月
15日・16日に開催。ビジネスマナーインストラクター
の石岡知華氏を講師に招き、感染拡大防止対策を図り
ながら、社会人としてのルールやビジネスマナーなど
実践を通した研修を行った。

作成した経営計画に基づいて販路開拓に取り組む小
規模事業者を支援する「小規模事業者持続化補助金」
を有効活用してもらおうと、３月22日に開催。中小企
業診断士の田村武智氏を講師に招き、経営計画の作成
方法を解説した。

研修会に臨む参加者

田村氏を講師に招き開催されたセミナー

新入社員研修

事業承継・引継ぎ支援 定例個別相談会のご案内
大事なことで気がかりだったけど、誰に相談すればよいかわからない―。事業をバトンタッチしたくても、
不安なまま踏み出せない方はたくさんいらっしゃいます。いつまでも不安なままにせず、後継者に関すること
何でもご相談ください。秘密は厳守します。

４月14日（水）
、５月12日（水）
（毎月１回開催）
13：00～、15：00～のいずれか。１事業所あたり１時間程度（先着順）
場 所 十和田商工会議所相談室または相談事業所
相談員 青森県事業承継・引継ぎ支援センター相談員、十和田商工会議所職員
※事前に相談内容の確認などをさせていただく場合があります。
【お申込み・お問合せ先】
十和田商工会議所相談課 TEL 0176-24-1111 ※お申込みは開催日の前週の金曜日正午まで
日

8

時

FRONTIER 2021.4

事業報告

３月定時例会・
特別会員総会を開催

３月15日、十和田商工会館５階会議室にて３月定時
例会及び特別会員総会を開催いたしました。例年であ
れば、１月に新年式典と特別会員総会を開催しており
ましたが、コロナ禍のため、新年式典を中止し、特別
会員総会も３月に延期となっておりました。

田中幹志先輩をはじめとする特別会員の先輩方のご
出席のもと、
改めて2021年度理事長 小関英賢君の方針
をお伝えすることができ、また総会議案に関しまして
も全て可決され、今後の活動への新たな一歩となりま
した。
2021年度スローガン、
『突き進む！～誰よりも速く
誰よりも先へ～』のもと、メンバー一同力強い運動を
展開して参りますので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

使いみちいろいろ！マイナンバーカード
～～～マイナンバーカードのメリット～～～

マイナポイントがもらえる！

健康保険証として使える！

マイナンバーカードと紐付けしたキャッシュレ
ス決済サービス（ＱＲコードや電子マネー、クレ
ジットカードなど）でチャージやお買い物をする
と、ご利用総額の25％（最大5,000円分）のポイン
トが還元されます。
事業期間が2021年９月末まで半年間延長となり
ました。※2021年３月末までにマイナンバーカードの申

利用登録することで、健康保険証としての利用
ができます。対応できる医療機関・薬局なども順
次拡大予定。今後、特定健診情報の閲覧や薬剤情
報・医療費情報の閲覧、確定申告における医療費
情報の自動入力などが可能に。

請をした方が対象です。

行政手続がオンラインでできる！
政府が運営するオンラインサービス、マイナ
ポータルでは、自分専用のサイトとして、子育て
や介護をはじめとする、行政手続の検索やオンラ
イン申請がワンストップでできたり、行政機関か
らのお知らせを受け取れたりします。ログインす
るために、利用者証明用電子証明書をＩＣチップ
に搭載したマイナンバーカードが必要です。

マイナンバー総合フリーダイヤル

０１２０－９５－０１７８

本人確認書類になる！
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な
場面において、この１枚で済む唯一のカード。金
融機関における口座開設・パスポートの新規発給
など、様々な場面で利用できます。

マイナンバーカード作成の３ステップ
インターネット、
郵送、証明写真機
から申請

通知が届く
（約１か月後）

役所で
受け取る

平日 9：30～20：00、土日祝日 9：30～17：30（年末年始を除く）
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については
24時間365日受付

FRONTIER 2021.4
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Information ～お知らせ～
事業再構築補助金

緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金

ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変
2021年１月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店
化に対応するため、新分野展開や業態転換、事業・業 の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売
種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模拡大 上が減少した中小企業・個人事業者等に一時支援金を
等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援します。 給付します。
申請要件（以下のすべてを満たすこと）
①売上高の減少
申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合
計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高
と比較して10％以上減少している。
②認定支援機関等と事業計画を策定
認定経営革新等支援機関や金融機関と一体となっ
て事業再構築に係る事業計画を策定する。
③付加価値額の増加
補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均
3.0％以上増加、又は従業員一人当たり付加価値
額の年率平均3.0％以上増加の達成を見込む事業
計画を策定する。
補助額と補助率（中小企業・通常枠の場合）
補助額 100万円～6,000万円 補助率 ２/３
補助対象経費
建物費
（建築・改修等）、設備費、システム購入費、
外注費
（加工、
設計等）、技術導入費（知的財産権導入
に係る経費）
、研修費（教育訓練費等）、広告宣伝費・
販売促進費
（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）
申請期間
令和３年４月30日（金）18：00まで（第１回目）
相談窓口
事業再構築補助金事務局コールセンター
TEL 0570-012-088
（土日祝日を除く９：00～18：00）
ＨＰ https://jigyou-saikouchiku.jp

給付対象
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自
粛等の影響を受けていること
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の
発令地域の飲食店と直接・間接の取引があるこ
と、または、宣言地域における不要不急の外出・移
動の自粛による直接的な影響を受けていること
②2019年比または2020年比で、2021年の１月、２月
または３月の売上が50％以上減少
①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給
付対象となり得ます。
給付額
2019年または2020年の１月～３月の合計売上
－2021年の対象月（注）の売上×３か月
（注）
2021年１月～３月のうち、2019年または2020年の同月
と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50％
以上減少した月

中 小 法 人 等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
申請期間
令和３年５月31日（月）まで
相談窓口
TEL 0120-211-240（全日８：30～19：00）
ＨＰ https://ichijishienkin.go.jp

定例金融相談
当所で開設している日本政策金融公庫の４月の金融
相談は下記の通りです。相談ご希望の方は、事前にお
申込みをお願いします（要予約）
。
相談日時：４月８日
（木）
・22日
（木）10：30～12：00
【お申込み先】十和田商工会議所相談課 TEL 0176-24-1111

次回日商検定試験（当所実施分）
簿

記（第158回１～３級）
検 定 日：６月13日（日）
申込期間：４月26日（月）～５月17日（月）

そろばん（第132・222回段位・１～３級）
検 定 日：６月27日（日）
申込期間：５月10日（月）～５月27日（木）
※リテールマーケティング（販売士）検定は、今年度
より「ネット試験」方式のみの実施となります。
【お申込み先】十和田商工会議所検定係 TEL 0176-24-1111
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さわやか
鉄棒の空が廻って光る風

俳句
晃

逆上がりくるりと空がまぶしい

湯気立てて春暁の沼動き出す

しおん

そろそろ蜆漁が始まります

当歳の男の子の一歩風光る

政

子

よちよち歩き、外に出るのが待ち遠しい

春暁や新聞配る子の笑顔

よし子

最近は見かけなくなりました

（協力

すばる俳句会）

１枚写真館
〔山と夕日と渡り鳥と〕
構図とかセンスとかは別として。
富岳三十六景とか
東海道五十三次とかに
出てきそうな、
でも、出てこなさそうな、
そんなある日の夕方。
（tkr）

つぶやき
ようやく暖かくなってきましたね。
去年の今頃は来る日も来る日もマスクを一生懸命縫っていた。
マスクが無さ過ぎて、使い捨てマスクを毛羽立つくらい洗って使いたおす、
という、まさかそんな、という世の中だった。
１年たって、マスクが当たり前になってきた。
早くこの当たり前が終わってマスクとお別れして
春のにおいを身体で感じて思いっきりお花見をしたいですね。
（Ｎ）

協力：のびのびマンガ教室（十和田）

お知らせ
本 誌FRONTIERで は、読者
の皆様に役立つ情報提供に努め
ておりますが、掲載内容により、
発行日が前後する場合がありま
す。予めご了承ください。
当所広報係 TEL 24-1111
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今月のショーウインドー

私 たちが 施 術させ
ていただきます
！！

美容室「ラウレア」は、ハワイ語で幸福を意味します。
トータルビューティーサロンとしてお客様に寄り添い、生涯のお手伝いをさせていただい
ています。カット、パーマ、カラー、トリートメント、ヘッドスパ、ヘアアレンジ、着付け、
まつ毛カール、マツエク等、豊富なメニューからセレクトいただけます。わからないこと
はスタッフまでお気軽にご相談ください。癒しとくつろぎの時間を是非お過ごしください。

㈱ LauLe`a

代表取締役 花房

現在はコロナウイルス感染症の
影響により、消毒、衛生面を強
化し、ご来店されるお客様へで
きる限り配慮し営業しておりま
す。人気のマツエク、まつ毛カー
ルの施術は人数を制限して対応
させていただいております。

まゆみ

〒034-0001 十和田市大字三本木字上平277-8
TEL/FAX：0176-21-1333
営業時間：火～土（9：00～18：00）
日 （8：00～13：00）
インスタグラム：bs_laulea
HP：https://beauty.hotpepper.jslnH000273571/

キラめけっ 未来の主役！

Vol.115

この仕事を選んだ理由
生家である下山旅館の歴史を繋げて
いきたいと思い、結婚を期に十和田市
へ帰郷し会社を継ぐ決断をしました。

を務めていました。ちょうどその時に、
大学で世界似顔絵大会が開催され、世
界から参加者が出場する中、学生枠で
出場することが出来ました。

この仕事をしてみて
前職は横浜市で設計関係の大手企業
で働いていました。大手企業では自分
がやれる仕事がほんの一部しかありま
せんが、今は全体を把握しすべての仕
事をやれるのでやりがいを感じます。

チャレンジしたいこと
ライブアート（音楽に合わせて５分
～10分で絵を描くパフォーマンス）を
大学まで広くやっていたので、十和田
市のイベントなどでやってみたいです。

コミュニケーション
接客業務が多いためいつも笑顔での
接客を心がけています。
また、色々なお話も聞けるので楽
しんで仕事をしています。最近はコロ
ナウイルスの影響で海外のお客さんは
少ないですが、英語を少し話せるので、
海外のお客様との会話は新鮮ですし、
十和田や青森の良い話などを聞くとう
れしくなります。
学生時代は
大阪府立大学在学時、美術部の部長

仕出しの注文承ります！！
昼の注文 ￥ 500円～
夜の注文 ￥2,200円～

前日までに
ご注文下さい

十和田シティホテル
しもやま

さ おり

下山 沙織 さん

（32歳）

会員事業所さんで働く“未来の主役”を募集中です。自薦・他薦は問いません。ご連絡は
当所広報担当まで TEL 0176-24-1111
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